
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1471回 （本年度 第 17回） 

令和 2年 2月 6日（木）  
 

点  鐘  徳安 久是 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

唱  和 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告   

欠席者：今井会員、井元会員、小泉会員、坂口会員、髙木会員、 

渡久地会員、 
 

お客様紹介  
 

◆ゲストスピーカー  
武田 信平 様（ 川崎北ＲＣ ） 

◆韓  喬  君（ 米山奨学生 ）  

会員お祝い 市川 功一 副会長  
 
お誕生日 

おめでとうございます‼ 

・島田 叔昌会員（2 月 5 日） 

・坂本 耕一会員 
（2 月 26 日） 
 

 卓 話  武田 信平 様  

「フロンターレの社会貢献について」 
地域に根差したクラブ作り、その一環としての社会

貢献というお話しをさせていただきます。 

私は 2000 年 12 月、フロンターレの社長に就任し、

実際には 2001年から活動を開始しました。新年会や賀

詞交換会、各団体の総会などで、よろしくお願いしま

すと挨拶しても知名度もなく、存在感も薄く、応援し

てくれる雰囲気はありませんでした。2000年に J1に昇

格するも 1 年で降格、そんな時期でした。平均入場者

数は 2000年が 7400人位、J2に落ちると 3700人と半減。

当時、フロンターレ＝富士通と見られており、企業色

を消して市民のクラブ、みんなのクラブに変えるため

に、我々の熱意をわかる人を増やし、地元に根付く活

動を続けてファンを拡げていこうと考えました。まず、

社名を株式会社川崎フロンターレに変え、100%子会社

だったので地元企業から資本を入れてもらう活動をし、

富士通色を薄めることをしました。また、スポーツで市

民の一体感を作ることをフロンターレの役割と定めま

した。話題作りをし、関心をフロンターレに集中させて

一体感を作りたい。川崎のシンボルとして地域社会に貢

献することを考えました。試合に勝っても負けても降格

しても、どんな状態でも応援しようというマインドを浸

透させて市民の連帯感を作り、真のファンを作る、これ

を地域密着でやると考え、選手がブルーサンタクロース

になって川崎市内の病院の小児病棟を慰問したり、赤い

羽根共同募金会と協力して

バッジを作ったり、選手に

よるトークショー等の活動

をしています。 

フロンターレの算数ドリ

ルをご存知ですか？小学校

6年生向けの算数のドリル

ですが、英国のチームを真

似、フロンターレでもドリ

ルを作って子供たちに配ろうと考えました。ドリルは文

科省の方針もあり我々では問題が作れないため、川崎市

の校長会で協力をお願いすると上丸子小学校の校長先

生が賛同して下さり、ドリル作成委員会を作り問題作成

をして下さった。フロンターレの算数ドリルは、すべて

がサッカーに絡む問題で、どのページにもフロンターレ

の選手が必ず載っています。作成した 2008年当時、資

金がなくて市内の全員には配れず上丸子小学校の 6年

生にだけ配りましたが、評判を聞いた他の学校からの配

布の要請には対応できず一冊ずつだけお渡ししました。 

2009年 11月 3日ナビスコカップの決勝。国立競技場

はほぼ満員、相手は FC東京。前評判は圧倒的にフロン

ターレでしたが 2-0で負けました。選手たちは悔しくて、

表彰式で掛けてもらったメダルをすぐに外し、このこと

が後で大問題になりました。メダルをかけて下さる方は、

高円宮妃殿下、日本サッカー協会の会長や Jリーグのチ

ェアマンなどで、「何だ、あの態度は」との声が上がり、

テレビのニュースで繰り返し放映され、クラブに対する

怒りや批判のメールが大量に寄せられ、多くの方からお

叱りをいただきました。翌日、全選手を集めましたが、

みんな冷静になり、反省していました。この時のナビス

コの 2位の賞金は 5000万円。フロンターレでは賞金を

会社と選手、チームで半々にしています。私は「賞金は

ナビスコに返すが、みんなの 2500万円は用意するから

心配しなくていい」と伝えました。そのあとキャプテン

と選手会長が社長と GMが減俸なのに選手だけ賞金をも

らうわけにはいかないので我々も全額お返ししますと

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26 名 14 名 12 名  63.64％ 

前々回(12月 19日)欠席 11名 Make up 2 名  77.27％ 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリーは世界をつなぐ』 Rotary Connects the World 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 第２５９０地区ガバナー 轟 淳次 



言ってきました。悪いことをしたがそれを反省して、

こちらの意図をわかってくれたと、ある意味凄く嬉し

く思いました。Jリーグと一緒にナビスコの社長を訪ね

お詫びをし、賞金はお返ししたいと伝えましたが、返

金されても困るので Jリーグで有効に使って欲しいと

言われ、Jリーグからは社会貢献を目的に使うようにと

再びフロンターレに戻ってきました。まず、市内の幼

稚園から高校まで、在籍している生徒数に応じてワー

ルドカップで使った公式ボールを、市内に 7つある図

書館に本とラックを贈りました。子供 110番のカード

を作成して市内の小学生全員に配りました。そして、

小学校に算数ドリルを配ると川崎市教育委員会から非

常に評判がいいので来年以降も続けて欲しい、費用の

半分は市が持つのでと言われ今も続けています。 

2011年の震災の時、陸前高田の小学校が津波で教材

が全部流されたことを聞き、算数ドリル 800冊とボー

ルやウェアを子供たちに渡しました。子供たちは震災

をいいことに勉強をずっとさぼっていたが、ドリルを

もらってからは面白くて勉強に取り組むようになった

と父兄も喜んでくれました。以来フロンターレと陸前

高田の付き合いは続いています。ベガルタ仙台との試

合の翌日、陸前高田でサッカーの試合や BBQ大会をし

ています。また、子供たちを川崎での試合に呼ぶこと

も毎年続けています。ナビスコカップでの非常に申し

訳ない事件が今は災い転じて福となったような形で続

いていることを非常にうれしく思っています。 

こうした活動を通じ、2001年に 3784人だった入場者

数は、今はいつも満員状態の 2万人超です。Jリーグの

調査、川崎フロンターレは川崎市で大きな貢献をして

いますか」には、95%超が貢献していると回答していま

す。チームの成績も、私は 2015年に社長を、16年に会

長を降りましたが、退任した途端に連覇。昨年はルヴ

ァンカップに勝ち、実力がついてきたなという感じで

います。 

最後になりますが、地域に根差した市民クラブ作り

を社員、選手、クラブ一丸で頑張りました。商店街や

自治体、川崎市もその後はどんどん支援をしてくれる

ようになりました。サポーターの力も大きく、フロン

ターレのサポーターは他とは違い、一緒になって街づ

くりしたいという気持ちで応援してくれているので、

ブーイングをしないサポーターとして有名です。こう

いう協力があってできた、皆さんのおかげで今のフロ

ンターレがあるということです。 
  

ニコニコ報告   
 

◆徳安久是会長・宮崎玲児幹事 
武田様、本日は有難う御座います。新型肺炎の予防
は、手洗いとうがいが最も効果があるとのことです。
是非実行してください。 

◆市川功一会員 
 武田様、本日は卓話有難う御座います。楽しみにし

ております。 

◆小林正樹会員 
武田様、ようこそお越しくださいました。お話楽
しみにしていました。  

◆ＳＡＡ一同 
アンプティサッカーについて、武田信平様、よろし

くお願いいたします。 

◆「みんなニコニコ」 

高瀬 建夫会員・山本 剛会員・藤村 伸一会員 

神林 久雄会員・江口 進会員・鈴木 次男会員 

神谷 直会員 

 

会長報告 徳安 久是 会長（2 月 20日） 
１．地区より、新型コロナウイルスの感染予防の観点  

より、 

・2 月 23 日(日) ＲＡ年次大会 「開催延期」 

・2 月 24 日(月･祝) 第 2 弾ＲＬＩﾊﾟｰﾄ 1「開催中止」 

・3 月 8 日(日)  米山奨学生修了式「開催中止」 

の連絡が届いております。 
 

２．第 2 グループ会長・幹事会のご案内が届いております。 

幹事クラブ：川崎鷺沼 RC 

  3 月 11 日(水) 18：00～ とうふ屋うかい鷺沼店 
 

幹事報告 宮崎 玲児 幹事（2 月 20日） 

１．地区からの来信 

①期間終了ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生修了式・歓送会開催の案内 

 日時：2020 年 3 月 8 日(日) 17：00-20：00   

場所：ホテルキャメロットジャパン 
 

②2020 ﾛｰﾀﾘｰ国際大会（ハワイ ホノルル） 地区 

ナイトへのお誘い（再度）と、国際大会 

ツアーのご紹介」が届いております。 （回覧）  
 ③神奈川県ロータリアン親睦テニス会のご案内 

  2020 年 4 月 14 日(火) 9：30 集合 16：00 パーティ 

18：00 解散予定 湘南ローンテニスクラブ 

 ※参加希望の方は、事務局までお知らせ下さい。 
 

２．2020-21 年度 ロータリー手帳のご案内。 

※ご希望の方に、5 月下旬にお渡し予定です。 
 

３． 他クラブ例会臨時変更 

●川崎鷺沼 RC  

2 月 26 日(水)  休会 

3 月 4 日(水) 川崎北 RC60 周年記念式典に出席 

●横浜あざみ RC  

3 月 4 日(水)  休会 

3 月 18 日(水) あざみ野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 点鐘 18：00 

●川崎高津南 RC  

3 月 16 日(月)  休会 

3 月 23 日⇒24 日(火)  移動例会 お花見例会 

3 月 30 日(月) 休会 

●川崎西 RC  

3 月 20 日(金・祝) 休会 

●川崎高津 RC  

3 月 26 日(木) 夜間移動例会 お花見夫人デー 

4 月 16 日⇒18 日(土) 溝ノ口駅前 献血活動 
 

４．他クラブ会報の回覧  川崎とどろき RC 
 
５．3 月 5 日(木) 例会前 11：00 より、理事会を開催致し

ます。 
 

６．川崎北 RC 創立 60 周年記念式典  

（3 月 4 日(水) 15：00 点鐘）へお登録の皆様 

  本日より、登録料個人負担分 5,000 円を集めさせて

頂きます。よろしくお願いいたします。  

ニコニコボックス 本日 18,000 円 累計 310,500 円 

記念日ニコニコ 本日    10,000 円 累計 65,000 円 


